
なにもセカセカ急いで 

大人にならなくたっていいじやないか0 

まっすぐセッセと歩くのもいいけれど、 

あっちでフラフラ、こっちでキョロキヨロ D 

気がねなんかしないで、 

時間のぜいたく、してきなよ〇 

Utoiviii wom.nl 
カタ□グ有効期間昭和59年4月〗5日 

7 只今 只今、値引セール実施中/ 
_ノぐノコン+カラーモニター+ノ \°ソコンデスクセット 

当店表示価格セット合計より 30,000円〜15,000円引 
馨MSXパソコン+ゲームソフトセット 

当店表示偭格より 5,00〇托引 
參カラーモニター•プリンタ•フaピィテVスクなど 
当店表示偭格5万円以上お買い上げの方15,000円〜5,000円引：*^S： 

❿ボーナス2回払いOK/ 

53はいたしません.. 
は除きます 

Daiei 
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niDKxa 
mmmu 
ummm 

ポケコ10：/ヒュ-3 

電卓イメージで楽しく 
BASICが学べる入門機。 
カン巧ボケットコンピュータ 
PB-100E (入門1付 
*^成1^544スチップ:26メ彳リー.*典示畦力10 
.m •サfス:厢-囑1邸> *さ9-8〆№71*C 
_ :1168 
悻準個格9,380^ 

思^?p PC 1245 

Gasouoa 口旧四出〇 
Q(3Qq|iUQf|QQ[£|^]^]^7) 
dOQia^DDaDOUJII][T)Q] 
ooQQCioga cza C3 Q Q] E 

手帳サイズのボディに充実した 
機能を搭載::.t .帥—… 

シャープボケットコンビュータ 
PC-1245 

■ CPU CMOS SbnCPU*ROW：24^6*RAM： 
4.2KB* 表示ft力： 24宇- I h ■サ< ス m • ¢*135 

メー カー希望小売他格17,800円を 
9,980n 

]H^jhD^2-3 SHARP jr^hD^tjrB PO1501 

^ 0： QH 
O^auaidiGioo 醏 0D0 

cb o a a si o a ct o si o a a u 
^atnaaaoatg a 羈 a n d 13 

nciE113100110 O op 

大型液晶バネルを採用U標準RAM 

4KBを実装したもうひとつの頭脳。 
S5カシオポケットコンピュータ 
^ PB』700 

力：20平>4rT#クラフfフク表示：1W ■ 32K外• 
サイス 
メーカー希望小売価格34,800円を 

29«B00r 

標準RAM8.5KBで多彩な 
ニュービジネスをサポート。 
迄J ノャーブポケットコンピュータPC-1501 
• CPU：CMOS SbitCPD#F(OM: JfiKB*RAM； Q.bKB 遇大24上 
KB tM7} %宇■1行*クラフィノウH ■ 7トント•けイス 
nr..输195 ■異さ26パ-興行柹•盞:：3?5b 
メーカー希望小売価格54.80ORを 34*800^ 

别売リンタCE-150 
メーカー希望小売通格49,800円を•■- 29.80Om 

ビギナーから 
ビジネスマンまで0K。 

€^〇 0❷金似你&& &^ Q % 

Wteti 優れた拡張性で、ゲーム、ビジネス、教育にと 
幅広 < ご利用しゝただけま1 

仕樣固式 

Y 

1 l=C^ 

家庭用テレビ 

z_ノ 
ns © 

e ノ 
スピーカ_ 

AOM*—卜U.yジはT〜2本装鶄 

シ3イスティック⑴〜2本装葡 

バソコンの新時代が始まつた、 

春ソフトめ自在な互換性を実現。 
MSXマシンは全て同じ仕様のBASICがサポ 

一卜されており、また寒本ハードウエアも全/ 

て同レベルで開発されます。このため^:と 
つのソフトウエアカ久ど〔 

マシンでも使用できます。j 

春操作性を向上。 
カートリッジやジョイスティックの接続を可 
能にし、操作性がさらに向上しました。^ 

»サウンド機能内蔵 
8オクターブの音階をもった3重和音が出せ 
るMSXは'コンピューターミュージックやゲ 
一八の钟里奋む〆会主で表現できなかった 
音作りが簡単に楽しめますD 

_高しゝ拡張性であらゆる用途に対応。 
I\—ドウIアは、高し)拡張性と、自由度の晶 

い構成が可能です。たとえば、1つか2つの 
RQM力一トリツジスロツトか標準装備されて 
おり、カードリッジを接続するだけで多種多 
様のソフトウエアが誰でも簡単に使えま二 

•優れたコスパフオー孓ンス 
低価格でありながら性能はアップ。 

MSXの開発により、1家に1台の 
ホームコンビュ-夕の時代か 

実現します。 

_MSXパソコン基本仕梯 
CPU | Z-80Aもしくは完全互換性のあるもの 
ROM 32K巳のMSXBASICで統一 
画面表示 テキスト32文字.X24行グラフィフク256X192ドット 
カラー 色 
効果音 8ォクターフ3塗和音潘赛が可能 
カセ ット FSK 方式1200/M00ホー 

力-トリッジ 抵張バススロットに1〜2本装 
ジョイスティック t〜2本が接続可 
プリンタ 8ヒットパラレルインターフi—ス 

ttZf J-J t-リナル]:J ti-ク 

MPC-10 ㈣碑 

蒙 
ゲーム & BASIC 
プログラムはもちろん、ライトペンで絵や文字を自由に描けます。 
m サンヨーMSXハ■ーソナJレコンピュータMPC-10 
*CPU:Z-e0A*?C.M :犯略*只AM: JKS」クラ7ずッフV-AAM1tベらUTm:;逸人32又 
字J阳•クラフイ7ク农不256 .脱トノト.打ラM砲■サウント钱虻： 3すクター 7.3盡和苜〇幼 
粟音♦けイス，W.埔385 - ftさ6? ■ Sir?42* WM .2.7^3 
メ _力一希望小売価格74,800円を..——.691800 

w\)OhaI^ 

RAM容量最大64Kバイトで、ゲニム、学習に即使えます。 
發乗芝MSXパーソナルコンピュータHX-10D 
• CPC32阳• RAM :64KB■サウニ Bオクター 7.31-feJft _”イ7 ： 
船m . .ft560 - »i!2JS*3?i : 2.m蜃ルティーカラー.し’;/!--フラッウの之& 

メーカー希小売価格S5.300円を. .©3，色〇〇|=1 

SONY. home pfTELJJGENT 0P 

HB-55 

住所録や、スケジュール、メモが簡単にできるオリジナルソフトウェア搭載。 
胃ソニーMSXハソナJレコンータHB-55 
_ ぴ11: L&0A ■ HOMl 35K61PAW- V- RAMIGKB* 炎示能力.K 太ぬ字-^ir* :'フフィ 
ック圾示： 256,1ぬトツト-カラ_1&色參サウント檯苹すクターフ-3璺»苜’ね!}果巷*サイスm■: 
«405>：jfec67-P.^45 ■不ティーカラーレット，ンルハーの之色 

メーカー希！?小売価格54,800円を .52,800^ 

ゲームに学習にルンルン気分で使えるデータレコ-ダ 

内蔵パソコン。 

裔サンヨーMSXパーソナルコンビュータPHO30 
• CPU：Z 0OAコン/:チフル*ROM: 32K6：MSX*BASC *RAM：16KB/V-RAMn&KB*表示睫 
力；如字.■ 2W夂32竿■： 2dH，256，.192トツト，カラ，1時-*叫Mti-トリ.>シスロツト4*シヨイスf 
つク/：?■寸法：¢*330 x覊さ65 x奥行305^* ■ ■'松.04 

メーカー希望小売価格6す.300円を...... 591800nr 

BQA__/ナルコンビ： 

inra ⑻a 

LJ l_LJ UJ 

:I I 
II. 

mmi 
ステップスカルプチュァ方式のキーボード採用で指にぴったりフィット。 
^日立MSXハ‘ーソナルコンピュータH1 
•ンU -ム S0A ■ : RAM： 32K0.«X%KBJ て松铋可* 矜ポ晓ノ.:轂大4〇ネ-H • 
クラフィック鼉if」2S6,1SZトット，カラー1&否*サウントRR£： Bオクターブ. 3曲和音 
•-1 /£ :蟈324 •■ mさ55 -典”3^，* ffi蜃- 3 4灼 

メーカー#望小売価格62.800円を......59<60〇!' 

:FM-圜 

ソフトの自在な互換性を実現したらくらくパソコン<30分でもう夢中。 
^茧士通MSX/V—ソナJレコンピュータFM-X 
• CPU. Z-WA ク[I 〆..j SSMHi •ROM:32K6*RAM: 16KS(M*!<32KS)*表示ffi力:•大ぬ字 

.Mh* ■■ノラフィック其不-256 -1泣トント■.カラー1¢色■”ウントME: &巧クターフ-3*和i_サイ 
ス rm :描350 ‘高¢№.1 Sit?45 

メーカー希望小売価格^19.300円を...47,800^ 

3羞 
LLI囊 

kr富 

■JLJ.']- 



败电p ® Q © © © ^ 

先進の機能と使いやすさを満載。 パソコン 
i匿鼠& 

m fcf., l»p7V.L_ 

S 匚-30[0 

楽々操作で楽しみながら学習てきる 
初心者用の入門機。 
^ SEGAパーソナルコンビiータSC-3000 
*；PU：ZtBOA_ROM：8KB_RAM. sBK巳♦ V-RAMr 1 aKB■寸法： 

鼉さ妬メ _け210咖_®_:iite ホディカラー/ 7ラックi 
アイホり一-"7<>レツh■の3色 

m 本 fffi 格291300 

niz-固匿®® 

更に値引特典有り 

64Kバイト、オールRAMで 
8色カラー対応グラフィックメモリー標準装備。 
^シャープクリーンコンピュータMZ-2200 
墨CPU： 2-80A* ROM： BOOT 2KB.CG-ROM 2 KB . RAM： 64KB. 
クラフ< ツクV'RAW4BKB*5rr除；7 . •大Bd 25” •クラフィ77费 
示： 6如* 200卜-ノト.フルクラフィックカラー•サィスnr 碡如〇 ■高さ 
116-- ftft567*Al ：B 5^3 

择進価格128100Or 更に値9特典有り 

TOSHlSAuuMLCLUtiHi 

»\sopiaF 
入 

タイリング機能、隱 
27色表現、6重和音のサウンドの世界を実現。 
^果芝パーソナルコンビタパソピアでPA700フ 
♦ CPU: Z-80A*RW： IPLieKB, T-&A51C 3^KB*RAV1：&3K巳.V 
-RAM 43KBiTl-，J_t：ュート3KB. _ ft 示® 力：•ス：B0字'- 25W*クラフ 
ィフクあ〒■ 640，200卜■ノト.カラー27& *兮ウント魘H: &オクター7, G 
以u音*サイL :埔420.4鼉さ95 ■ 205*11 ：4 5ks 

標進®格119,8004 更に®引特典有り 

机の上でも、場所をとらないB5サイズ。 
ホビーからビジネスまで幅広く対応。 

ソードクリエイテイプコンピュータM5pro 

• CPU: Z-130A_ ROM : BKB#RAM： 20KB■ \ARAM16^B■表矛味力 
B X40宇■■: 2417 ■クラフィック*示： 256 >:19? Kット、アト_ Jビ;1一卜16 
色*サイズi:mには浴？；承さ36；< SHil怒* JII雪： 0.8k3 

棒準価格39,800^ 更に値引特典有り 
別光/シヨイバッド2本セツト10,000n 

ini^m 

2種のBASICを標準装備CT 

クリーン思想を継承， 
シャープクリーンコンピュータMZ-721 

m |テレコ内蔵:: 
• CPU: Z^90A*ROIW;モニタ-4KB. CG ^OM dK6*RAM ：64rB, 
V‘RAM 4KB *大船字2Kf •クラフ<7ク表ホ」クラフィッ 
クフォントSO50iカラー8色*リイズ(nr•.蝙440 ^086> 奥行305 
■邏屬：4| Oleg. 

メーカー若望小売他格09,800円を' 69»800f 
"•…。•胃 ...變し傾弓!■特興有り 

腿一r ] 

别売：チルト台 
く品明〇 

驚異のグラフィックスで新次元に突入 

wシャープバソコンテレビxic 

Cilfx_タレコ™ダ内蔵} 
* CPLF：2-80A# ROM!モニ3-AKB. C<5RQM' ?K6* RAM 64KB 
V-RAM：43K6 _表示唯力-通大80字 >： 25行*クラフィック衣不細一 
JTOトフMカラニ？ ■サイZim).嘛ぬ«さ1，110344*»» :S 0V3 

■ホティーカラ“/口ースレッド、メタリックシルハーの2笆 

標準価格219*600,.更に11引特典有り 

JVf-C 

PC-fiOOImKn 
※写扇はシステムアップの一仔:iTす0 

ベストセラー機の資産を継承u初心者から本格派まで幅広く対応。 
NECハ•ーソナルコンピュータPC-8001mkI 

*CPU:MPD7e0C-1*R0M:3£K 巳■^^1^:64味‘:&八51〇^畤32郎:_クラフ<‘ノクリ-卽切1邠0*表不 
陡力：■大B0宇<%ラ*クラフザック《ホ：別0,200トツトアトリ匕ュートカラー*サイス彳画さ 

96.-Hir296*i*：4 &ka 削先：プリン53,70ッビーディスク，ディスプレイ 
螵聿価格123,00On (本体のみ).钜に磓引特典有り 

.Vf.C/トソナルコン1^3-夕 PC-880ImKn 
写爨はシステムアツプの一}wです 
利布：ブMンタ、テ> スプレイ 

ミニフロッピィディスクドライブ内蔵。 
しかもコンパクトでデスクの上にスツキリ収まる。 
^ NECバーソナルコンピュータPO8801mk II30 
• CPU;〆イン月P0780C-1‘Z，SOAコンパチフル，•r/.，lWPD<7S0C-l.デYスクコントa—』!^ *R0M: 
NSa-BAStCdOKB. W-BASCおよ0モニ:？ ^32^6. SニフロツビーティXクコント□-ル2K0_RAM: > 
1•ンメモり一 64KB.クラフfツクRAM 48<巳、サフCPUm メモリし.1BK8 * 5不陡力：通大80字' 
-JOOト ノト■ _'1注-本体 ¢1350> 高さ135._. HH345.辛ーホート制2 > m%m*■■ :H モ 

テル309.5V3-キ-ホ-卜14ね择盘価格275X)00円(本体のみ）更に傕引特典有り 

NEC PC-600M 
寒写真はシステムアップの一№1で1 
別ft:プリンタ1フ□ツビーチイスク. 

ディスプレイ-テイスプレイ台 
データチレコ 

色彩あざやか15色。漢字も使え家庭用テレビにそのまま接続できる。 
gS NECパーソナルコンヒ•ユータPC-6001mk I 
* CPU: メイ >/MPD780C L サブか PD8(W9 ■ ROM： BASIC H モ：夕32K；B. ii 宇:32^8 * RAM； 6^8 
•テキスト最大32KB)*衣ホ街？?：B大.如字■.•クラフイック茨不：3?0jc和0トット、カラサイス 
•m> :«365> 高さ卽ゝ奥行260♦璺握： 3.3均*ボディカラーノシル八ーメタリック，アイポりーホワイトの2色！ 

棵準価格84,800^ <本体のみ） .更に碴引特典有り 

,；1,.1.に】：.l-t: |：：U— 

越ぐ:雄■■ 

I - ■ 

マニアライクな640X200ドットのカラーグラフィック機能を有U 
新しい感性を伝える。 灿阶 

^寓士通パーソナルコンピュータFM- 

i■'肅〆200卜 
♦ CPU： MQL6SB09*ROM:32KB*RAM : 6-3KG：BASClD怍眄八クラ？ィック V‘RAM 4SKB»* 
示]i：力.■穴30宇 >25む■クラフィック我ホ：&40 >200トット、フルクラフすックカラー•”イス彳rnni fH430> 
鼉さ1Mk:»行288*ii -4.5ks 別ft:プリンタ.フロツビーティスク1テー:？ーテレニLテイスプレイ 

更に偏引特典有り 榨#晒格12StOOOr {本体めみ）… 

スピーディに、正確に。ビジネスをリード。 
SHARP niz-国 i 匿!] 
写具はシステムアフプの一例でT。 

别鼉：ティスプレイ.テ < スプレイ台 

本格16ビットCPU8086搭載。 
新たな知的能力を秘め、 
ビジネスからホビーまで広いニーズに応えます。 
JfSシャープパーソナルコンビ^ータMZ，5521 

(256KB RAMfl準装倫、ミニフC3ッビー2基内ID 
• CPU：3086•RW, jPLt6KBAM ：256KB.クラフィック V-RAM 
%K巳*RfMSI力：It大BO? >.: 25行•フラ7ザック我示： 540 >■ 4〇〇トフト■ 
サイスi:»し本体..碥)30^ M^\23^ SMH1D.キーホート禳吒シ赛さ吣 

190s 11:窣体キーホード/17吵 
準®格388,000q _ 更に僅引特與有り 

■MZ-550V128KB RAM棵準装備 
榇■価格218,000r 

■MZ-5511.128KB RA.V1標準装備、 
ミニ7□ツビー1罂内蔵,橾基®格288,00On 

JV£C〗ドJナル3ン夕 PC980IIF 
ビジネス 

パソコン 
SEC PC-100 

臟:プリンタIティスプレイk 
A—ドディスク — 

最高水準性能の8MHzの16ビットCPUを搭載U 
JIS第1水準漢字AOMボード標準装備。 w 

パーソナルコンビ！ータPC-9801F2(ミニフロッピー2畢内通) 

• CPU :S0B6‘2•只CM:96KB*RAM ：126KB.クラフイ■ンク V-RAIVt193KS*表本！！力：BXS0字 
>:25行•クラフィックRホ制“00ドットdS®'モノクロ__サイスi.m. ■本坏蝴咖> «31&0- 
奧行如^キーホート_犯1}^ ftさ3fl - »itl95*i ■.本体fl 5te.者ーホート16均 

16ビットバソコンのビジネス性に 
日本語7—ドプロセッサ等の 
V7卜をブラスD 

棵準®格398,000^ 
■PO9801F1ミニフロツビー1S内® 

•史【こ値引特典有り 
棟車■格328,000w 

CT MECパーソナルコンビa—夕PC-10030 
ミニフロッビー2基■カラーホート冥装） 

*CPUJ^PD0Oa6-2*ROM：32KB■ R^M: !2SKB.クラフィリク V-R 
AM12狀陡力：钃大120宇*<6^5 *クラフィック表示： 720.. 51?ド 

■ルil®S■サィス_):本体>_400ズ屬きTOOx■行350、キーホード； 
雉409さ3&>謝:本体バO.CHqj'キ，ホート14吻 

mmm 558*000更に値引特典有り 

コンパクトなボディに 
優れた処理能力。 
パソコンでは高すぎるゥボケコンでU物足りないと 

お考えのあなたに。オフィスで、箱車の中で家庭 

でと使う場所を湛ばないハンティタイ7；しかも本格 

的なパソコン機能の凝縮と優れた拡張性で、あら 

ゆる用途に対応します，:， 

^Canon^fo]^ 
mmmMi mmpir 

A5サイズに凝縮され方 
本格的なあなたの秘書。 
nキャノンハンデイパーソナル 

コンビユ—夕X_07 a* h. 
*cpu : メイン，Nsceoa兮プ.カスタム86e[cpu*R 
0M: aOKBt：*^2fcB,» RAM: 8KB. «大24化:_我 
示ffi力； 30字M行*クラフィック*示：120^3?トフト* 
サイスinn.:*さ27x行13Q*a* :〇 5la 

メーカ，希望小?e価格69』00円を62,800a 

jvk PC-2001 

サウンド機能を内蔵し、4技字X 

2行の液晶表示で使し、易さを実現3 
S? NECハンドへルドコンピュータ 
㈣PC-2001 站㈣ 
• CPU：^PO7907*ROM： 24K6.B火36^8■*RAM. 
SK &i» 六16KB：* 我ホ« 2H * *ti ス i ran ; 

Sffl50*!J* ：；J 6k» 

楝準価格59,800^更に®SI特典有り 

sec PC_8S0I 

出張先でも、車の中でも、tこでも使える 
コートレス。色も進べるアクティブ38。 

m 
t neh 

»ハントへルトコンビユータPO8201 
• CPU： 8OC05iSO85tDCMOSI*'» ROM： 32K&:» 大 
&4KB，*RAM： T6KB;:ft大64KB..鲁Hホ陡力：4〇芋■ a 
n*クラフ^Tック*示：■&4トット■サイスWi.锥 
300 >.裹さ61 > 実0215 ■**:1.71¢3*ホティカラー，ワ 

T■ンレット.メタリック.アイホリーホワイトの3& 

標準価格138,00Of^Iiこ値引特典有り 



パソコンをより楽しくシステムアップ。 
ディスプレイ 

実使用2,000文字。 
カラーグリーン切替OK。 

三:羊_ 

M CM 
14型カラーデイスブレイ 

CMT-141F 
■ M聲可鼇 

メーカー希望小売価格¢7.800円を 
値引後特偭只夺.800,-. 

前面にフィルターを装着UKッ 
トビッチ0.5mmで見やすL、画面 

J^NEC14型カラーディスプレイ 
m PO8054K 
_RGBH用ケーフル付呱 A>㈣ 

65T800n 
堯に埴引特典有り 

実使用2,000文字表示。 

中間色を含め丨5色表示可能 
Rシャープ14型カラーディスプレイ 

14M-141C 岛•的— 
RG0ケープル別ft 
- . 09,0〇〇,；, 
.. ..■■■更にfit5i特典有り 

高性能ドットピッチ0.391miを 
実現した本格派。 

ンヤープ 
CT14型カラーディスプレイ 
㈣湖，142C 似㈣ 
標 mf® 格99,80Or 

更に®引特典有U 

周辺機器 

16色表示が可能な、実使用 

4,050文字の高性能機。 

シヤ_ブ 
14型カラーディスプレイ 

I柳14M-132C m 阳》 

棵逸価格118,00 

更に菌弓稍典有り 

PC-8800、 
9800シリーズ専用の 
4,050文字対応のニュータイプ。 

« NEC14型カラーディスプレイ 
^ PC-KD551 

• AGB専用ケーフル付属 
棒準価格118,00〇内 i#, 

更に儀引特典有り 

プリンタ 

MP-80シリーズの 
性能をそのまま継続し、 

コストダウンを実現.： 

ra EPSON 7Uケーフル别先 

©ドットプリンタRP-80 
rnn]苹助：48-132T1行_印字連J5:鄉C 
PS*サイス，誦，¢3&9 ^ ^^107 S<t3C6 

メカー希望小売価格89,000円を 

ドット単位に 

7色の色指定ができる:-, 

«轉エ舍プリンタケーフル鹿』 
mカラープリンタGP-700M 
■印定陡力：eo〜ior+u印字逸堪3- 
50CPS*サイス喊I:楊^M高さ113XU行 
320 

メーカー希望小売®格99,800円を 

ビットイメージで複雑な 

図形処理を可能にし、 

印字速度160文字/秒を実現。 

n EPSON，プリンタケ—フル别禿 
抑トットプリンタFP-S0 
• :l37T1tT*^5£# HBOC 
PS*^-T ' m :炝4il卜 
メーカー希〒小赉価格149.80〇円を 

低騒音で小型、軽量を実現した 

OA時代のビジネスに。 

〇 NEC日本語シリアルプリンタ 
CPNK3618-22 如™. 
•印字鹿力：打〜136芊m*印芋速《 :1S0C 

イズ|»::-剛00. *さ120，奥行沒0 

234,00On 

パソコンデスク 
人間工学が 

生み出した 

理想の高さを 

実現:， 

法写由はシスナム 
アップの一例て¥■ 

和歌山aビン， 
ハ°ソコンデスク 
PD，1キヤスター付/ 

パソコンフルシステムを■ 

セット出来る 

余裕のスベースを実現。. 
和歌山ロビン 
CTパソコンデスク 
UU PD-2モーター台千ャスタ-付. 

メーカー系望小壳他格19,800円を メーカー希望小売ffi格23.800円を 

81^900^ 90,80Op 137,800» 更に值引特典有り 11,800a 15,800円 

用途いろいろ、豊富に揃った ソフト 

メーカー 商品名 懞进価格 

キrりーラボ PPM7(ジIルダ〕 3.800 
シンキンク 
ラヒJ卜 番 3,咖 

ピンク 麻篆狂 3.000 

ミオのミステリ-Tドベンチャー もSD0 

Iニックス ドア-ドア 3.800 

富士通FM-7 

メーカ-* 商品名 揉準低格 

7ジヵルズゥ ムー大陸の这 4,800 

I & E 惑星/フィウス 4.800 

ハドソン ビラミyトアKベンチヤ- 3.800 

クリスタル 靼なS剣 4.200 

1ニフクス コスモクラッシJC 3,200 

メーカー 商品名 愫澴価格 
シ匕キ >ク 
フt V卜 致M# 3,400 

テクノ ゴルフアイランド A.500 

エニックス FAN FAN 3.800 

RAM スーパーペンギン 3,000 

マジ1/ク ビラミノト 2.800 

シャープX-lc 

メーカー 商品名 播準涵格 

r-t- tクサス光速2000光年 3,000 

浐クノソフト サンダ-* 7ォ_ス 4,800 

T & B 3〇コルフシミユレ，シヨン 4,000 

クリスタル つスモクロス 4,800 

マイタロ 
キャビン 忍者ぐん 3.800 

メーカ胃 i!fi 品名 樣J価格 
ツクモ ウルトラ四人麻茧 3,800 

エニックス 7グネチックフ<—ルド 3.400 

コAパック クレ_ジ„ドライバ_ 3.000 

ハトソン ボyズトッグ 2.800 

T & E スターテストロイヤー 4,000 

シャープMZ-700 

メーカー 商品名 揉谦価格 

テクン 四人麻* 3.500 

说フォ-ッ ビルデイングホツパー 3.500 

/\ドソン 1200 
マイルド 
ソフト おっとっと 3.800 

ハドソン ぐし令 3,200 

メーカー 商品名 樣栗fffi格 
MIA 7?イナル麻來 4,800 

ASCII 7リンバドル 4teoo 
コナミ クレージートレイン 4,500 

ハドソン ベVタプルクラッシJ1 2,800 

マジック V 7 b ゴキブリ大作紙 4,800 

ソードMSPro 

メーカー 商品名 揮讓讎 

V- K パワーパ'.yク 4,000 

ソード ギャラ/クス 4,000 

ソード ヮープ在17—プ 4卜 S00 

ソーK バリアーアタック 1 reoo 
ソード ホスコニアン 4,000 

Sご注文はお電話でもOK/ 安心、確実な全国ネットのアフターサービスD 
お申し込み方法 

1) :のカタロ妁uu挑のマークの商品は屯站でごn 

文いただHま寸お屮l込み先は、|のダイエーめレー 

ブの邮〜 

2) mm刪介も也话てci卜文を承ぅ:rぉ*)ます 

uクぃジットカードによるお女払いは党約畤にご細い 

ただかねばな〇ませ八のでごr够<ださい） 

3) 也猫n:交嘛娜拽換rでパソ巧の市踮け文 
とお屮けh<ださいませ 

4) ごn:之のほは》マーク内の科品报^ tr'n\ f,をご衍疋 

くださいし(-mmmmi 
配達区域 
ド心明配述W域にFKせていたださま寸のてヴ川tuム 

み時にご確,山ください. 

商品のお届けS数 

お中L込み後約14f潤でけし±す£ L1TUはお中I 

込み時にご確認くたIng 

お支払い方法 
ご祁合にAわせてお迸びください 

iHt金引き換え 
着商品Sd违畤に现金て• ■をお娜a，ただく方法. 

2)分割払い 

*ii"iのおnいガuaootmj以上の場;vにご利 
川になれますごhスやご饰むに作わせておwきなm饺 
をご梠定ください， 
お支払い回教 3回 晒 \m 15回 20回 
お支払い期間 4ヶ月 7ヶ月 11ヶ月 1Gヶ月 カヶ月 
手致綱(％) 1.95 3.90 6,50 9.75 13.00 
実質年率（％) 11.75 13.25 14.00 14.25 14.25 
卜；翼上のf »JHを年率に換算したものです. 

2fl回払い以上的利用 
•件[3.いういみまと 
めズ，200,000円以上 
から• 

お支払い回数 議 30回 36固 
お支払い期間 25力月 3U月 37力月 
手数料率(勿） mo J9.S0 23M 
実《年率 \4.2S 1425 1^25 

ホーナス2回払い::昭和59年IL冬のホーナス払い） 

5乃下】以1:おHいあげの場か:限り、ボー+ス時细1 

て-お上私いL、ただけますズ手敢科3%がプラスされます:,） 

昭和解L59Hのボーナスのお支ね、とな〇ます„ 

^9 メンバーズカード&お持ちになりませんか 
盅疤にて2,000円以上のバソコニ間.!#商品をお》上げの方はノでノコン会_じ登釘されま节 

パソコン会g特典し-ノりンタ.ノロ.:■い;1■とのsi真上げいた/こけます 
2 ■ソ7トウIアかJ寺別碰格て;RR上けいたたm. 

■このカタaヴの内溶Ll. &メーカーカタ□?より!*粋ものてす數品改良のため、仕植U予缶な<変嫛するこttfAWます.また.商!品の色明は明®のため*物t 
Wなが*合i■あイすのでありかしめ■: 了承くたさい 

•一部のft r取リ极っ—ぃない商品もぁリますのT. h.たtmたさい. 

_大坠商品は無料配達 

]わ以kのをiLaaLインチリアなど0人1 滴,⑷れ 

n.Mm [乂域に1ては無料で、小.1V!商品は打料てづ声っ 

ておりますまた3dm内のご梠如1にお姑けする年ーブ 

ザービス^いたlておりま寸ただし-mm -邰尚!v■を 

除きます 

■迅速です即日出張修理サーヒス 

//故隙の坳IVはお近くの峰ービススナーシヨンかお迅 

くのm於疋坳へY.後I時までのご連絡分は即n出版 
_理にお仰いuす(小切屯2毅品はご而倒ですがお 
近くめ，m左叫へおね込ください} 

_お引越しのときもご安心アフターザービス 

北渑沿から沖縄去てmiooのサービスステーシ^ンが 

㈣し獨“ ってお応えします。 

_お役に立ちます•無料修理保訨窨 

，imでお跡，求めの電器!^■には、すべて1社保说ガ 

をぉ闶ILてぉり圭す人咄こ保Wしてください。 

_とんな小さなものでも部品取り寄せサービス 

ごn:■妙術は、〆一力-^慨色などをお調べのし 

U0の、川沛汾如4へどうぞ. 

クレジットカードもお気軽に、ご利用ください。 

C9 士2rd .9 
漏f肺— 
料件ント オン ダイナ—sc 

來クレジ7卜桀約し閱する機m会社導}はクレジット來りftウンターでご相垃< ださしv 
•分削払いごmm^m^、てはた紀聊支払い//法をごらんください。 

株式会社9f3ir 
大阪府吹田市ft津町号〒564 

電括(06>38C1-3143 

お申し込み■お間い合せは下記へ, 

砂3麵幽 

ーズ jfンパー■ズカ-*卜’ 


